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各 位
2017 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長
東海大学

本間 聡

2017 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内

拝啓

仲秋の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本応用経済学会の 2017 年度秋季大会を、同封の大会プログラムにありますように 2017
年 10 月 28 日（土）、29 日（日） の両日にわたり、東海大学高輪キャンパスにて開催いたします。
皆様の多数のご参加を心よりお待ちいたしております。
ご来訪にあたりましては、後掲の「会場へのアクセス方法ならびに交通機関」を、会場につき
ましては「会場案内」をご覧ください。
なお、懇親会を 10 月 28 日（土） 18 時 15 分頃より開催いたします。多数の皆様のご出席を
お待ちいたしております。
敬具

会場等のご案内
1． 受付について
東海大学高輪キャンパス 1 号館 1 階学生ホールにて、10 月 28 日（土）は 11 時 30 分から、10
月 29 日（日）は午前 8 時 30 分から受付を開始いたします。お早めにお越しください。なお、受
付で、大会参加費 2,000 円を徴収させていただきます。また懇親会ご参加の方は、懇親会費 2,000
円を徴収させていただきます。

2． 宿泊について
ホテル等は、各自でお手配下さいますようお願いいたします。お早目のご予約をお願いいたし
ます。会場までのアクセスについての詳細は下記「会場へのアクセス」または東海大学ホームペ
ージにてご確認ください。

3． 昼食について
昼食につきましては、勝手ながら各自でご手配くださいますようお願いいたします。28 日（土）
はキャンパス内の学生食堂（4 号館地下 1 階食堂コメドール

11：00〜14：00 営業）が利用でき

ますが、28 日（日）は利用できません。28 日（日）は大学周辺にレストラン、コンビニエンス
ストアなどがございますので、ご利用ください。

4．報告者・討論者の皆様へ
（1）会場でパソコン（PowerPoint2016、Adobe Acrobat Reader）、およびプロジェクターが使
用できます。パソコンの OS は Windows 8.1、Office のバージョンは 2016 です。USB メモ
リは使用できますが、OS やソフトウエアのバージョンその他の問題には個別に対応できま
せんので、必要な場合はご自身のパソコンをご持参ください。また、不安のある方は、報告・
討論で使用する PowerPoint ファイルを PDF ファイルとしても準備ください。
（2）配布論文等は、各自で 20 部程度ご用意ください。原則としてコピーサービスは行っており
ませんので、ご了承ください。
（3）報告時間は 30 分、討論者による予定討論、それに対するリプライ、会場からの質疑応答時
間は 10 分で、合わせて 40 分となっております。

5.

会場のご案内
次ページのアクセスマップ、キャンパスマップをご参照ください。

アクセ
セスマップ

キャン
ンパス内マッ
ップ

2017年度日本応用経済学秋季大会プログラム
＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

第１日

10月28日（土）

11:00

理事会

11:30

受付開始
受付場所：1号館1階学生ホール
Session 1-1A（1号館1201教室）
English Session 1

13:30～15:30
セッション名

Chair Chikafumi Nakamura （Chuo University）
Basic Human Needs, Utilitarian Market Failure and
Social Enterprises
第１報告

第２報告

Presenter

Hyunwoo Hong (Seoul National University)
Biung-Ghi Ju (Seoul National Univ.)

Session 1-3A（1号館1203教室）
実証・計量分析
座長
福重元嗣 (大阪大学)
The Panel Data Analysis of the Inbound
Tourism Demand and the Tourism Policy in
Laos

セッション1-4A（1号館1204教室）
マクロ経済分析
座長
藤田康範 （慶應義塾大学）
格差拡大と経済発展の逆行性について―
Galor and Moav(2004)を用いてー

Presenter

報告者

森 朋也 （山口大学）

報告者

解 慶子 (久留米大学)
秋本耕二 (久留米大学)

報告者

福間比呂志 （熊本学園大学)

小澤 卓（日本離島センター）

討論者

伊ヶ崎大理 （日本女子大学）

討論者

福田勝文 （広島大学）

Kiseok Hong (Ewha Womans University)

Discussant Tomokazu Nomura (Aichi Gakuin University)

討論者

A New Inequality Measure that is Sensitive to
Extreme Values and Asymmetries

Tests for detecting probability mass points

観光における消費者の環境配慮行動について Elderly Labor and Unemployment

報告者

高尾美鈴 (中央大学)

報告者

安岡匡也 (関西学院大学)

報告者

吉田翔平 (大阪大学（学振PD）)

討論者

牛房義明 (北九州市立大学)

討論者

迫 一光 （高千穂大学）

討論者

岡村 誠 (学習院大学)

Management of the firm for utility maximisation of
individuals and regional welfare

Discussant Sangho Kim (Ritsumeikan Asia Pacific
University)
Economic Impact of Japan’s ODA and AEC Integration: A
CGE Model’s Policy Simulation

Presenter

Presenter

報告者

市東 亘 (西南学院大学)

報告者

大住康之（兵庫県立大学）

報告者

潘 聡 (大阪大学)
吉田翔平 (大阪大学（学振PD）)

討論者

狩野繁樹 (大阪府立大学)

討論者

安岡匡也 （関西学院大学）

討論者

大川隆夫 (立命館大学)

司会

浦川邦夫 （九州大学）

司会

田中廣滋 （中央大学）

Mike McAleer( National Tsing Hua University) Presenter
Hang K. Ryu ( Chung Ang University)
Daniel J. Slottje (SMU, Dallas, TX)

Daisuke Nakamura (Fukuoka Women's
University)

Kitti Limskul (Saitama University)
Tran Van Hoa (Victoria University)

Discussant Mitsuo Yamada (Chukyo University)

経済学科志願者の数学的興味と国際経済学科の Biased Technical Changes and Wage InequalityDoes a tariff reduction always benefit
「国際」名称プレミアム---地方中堅私立大学にお Skill-Biased vs. Capital-Biased Technical Progress consumers? An analysis of international
ける「経済」「国際経済」学科間選択行動の分析- oligopoly with vertical relationships

＜＜休憩＞＞

推薦講演（会場：2号館2Ｂ101教室）
「道徳・宗教・リベラリズムの政治経済学」
講演者：

16:40～17:30

堀 宣昭 （九州大学）

推薦講演（会場：2号館2Ｂ101教室）
「観光経済学の潮流と展開について：持続可能な観光をめぐって」
講演者：

17:35～18:05

薮田雅弘（中央大学）

総会
会場：2号館2Ｂ101教室

18:15

Welfare-reducing entry in a differentiated
Cournot oligopoly without costs

Byung-hill Jun (Hankuk University of Foreign
Studies)
Hosin Song (Ewha Womans University)

Presenter

Discussant Yuko Akune (Reitaku University)

15:30～15:40
15:40～16:30

セッション1-5A（1号館1205.教室）
産業組織論１
座長
大川隆夫 (立命館大学)
企業の参入戦略と交渉力

Session 1-2A（1号館1202教室）
English Session 2
Chair Masaharu Nagashima (Saitama University)
Stress-Testing Korea’s Household Debt

Discussant Kojun Hamada (Niigata University)

Discussant Kunio Urakawa （Kyushu University）

第３報告

会場： 1号館1206教室

＜ 懇 親 会 ＞

会場： 学食コメドール

2017年度日本応用経済学秋季大会プログラム
＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

第2日

10月29日（日）

8：30～
9：00～10：20
セッション名
座長

第１報告

第２報告

受付開始
受付場所：1号館1階学生ホール
セッション2-1A（1号館1201教室）
産業組織論２
新海哲哉 (関西学院大学)

座長

セッション2-2A（1号館1202教室）
財政分析
坂上智哉 （熊本学園大学）

セッション2-3A（1号館1203教室）
環境経済
座長
水野谷 剛（筑波大学）

セッション2-4A（1号館1204教室）
開発途上国の経済理論分析
座長
宮澤和俊 (同志社大学)

セッション2-5A（1号館1205教室）
訴訟の経済学
佐藤茂春 （長崎ウエスレヤン大学）
座長

Supplier encroachment and retailer effort

少額投資非課税制度（NISA）の計量経済学的研究～『個人
投資家の証券投資に関する意識調査』平成26年調査個票
データを用いて～

ゼロ切断パネルポアソン混合モデル：仮想トラベル Inequality and conditionality in cash transfer:
The Effect of Decoupling Punitive Damages on
コスト法を用いた福島県のレクリエーション便益損 Demographic transition and economic development Frivolous and Non-Frivolous Lawsuits
失の推計

報告者

松島 法明 (大阪大学)
水野 倫理 (神戸大学)

報告者

報告者

野原克仁 (北星学園大学)
生川雅紀 (岡山大学)

報告者

北浦康嗣 (法政大学)

報告者

討論者

海老名剛（明治大学）

討論者

討論者

坂本直樹 (山形大学)

討論者

青木芳将 （立命館大学）

討論者
加賀見一彰（東洋大学）
Decision Bias of Judges and Two Judicial Schemes

大野裕之 (東洋大学)
林田 実 (北九州市立大学)
安岡匡也 (関西学院大学)
伊藤伸介 （中央大学）

森 大輔（熊本大学）
池田 康弘（熊本大学）

A differentiated oligopoly in which every firm
welcomes tougher competition

Crypto Currency and Decentralized Provision of Global Timing of emission taxation and environmental Natural resource curse and labor market in
developing countries: A human capital approach
Public Goods
investment in Cournot duopoly

報告者

報告者

田中廣滋 (中央大学)

報告者

大内田康徳 (広島大学)
後藤大策 (広島大学）

報告者

菅原晃樹 (名古屋学院大学)

報告者

池田 康弘（熊本大学）
細江守紀（熊本学園大学）

討論者

慶田 收 (熊本学園大学)

討論者

高島伸幸 （九州大学）

討論者

大浦あすか （大東文化大学）

討論者

中泉拓也 （関東学院大学）

討論者

岡村 誠 （学習院大学）
成生達彦 (京都大学)
Divid Flath （立命館大学）
服部圭介 （大阪経済大学）

10：20－10：30 ＜＜休憩＞＞
10:30～12:10

特別セッション（会場：2Ｂ101） 「財政と民主主義」
報告1 「シルバー民主主義と世代を巡る課題」
報告2 「コミットメントと財政の持続性」

12：10～13：00
13:00～14:00

司会

木原隆司（獨協大学）

司会

内藤 徹 （同志社大学）

司会

平賀一希（東海大学）

講演者： 小黒一正（法政大学）
講演者： 小林慶一郎（慶應義塾大学）

昼休み
招待講演（会場：2号館2Ｂ101教室）
Preferential Trade Agreements, Technology Adoption and the Speed of Attaining Free Trade
講演者： 椋 寛 （学習院大学）

14:10～15:10

招待講演（会場：2号館2Ｂ101教室）
Rational Expectations, Wobbly Economy, and Government Policy (with Joseph Stiglitz)
講演者： 平野智裕 （東京大学）

15:10～15:20 ＜＜休憩＞＞
Session2-1B（1号館1201教室）
15：20～17:20
English Session 3
Chair Takashi Saito （Meiji Gakuin University）

第１報告

第２報告

セッション2-3B（1号館1203教室）
産業構造と企業行動の経済分析
座長
多和田 眞 （愛知学院大学）

セッション2-4B（1号館1204教室）
医療・福祉・保険の経済分析
座長
赤羽根靖雅 （福岡大学）

Growth, Employment, and Structural Change of
Manufacturing in Thailand : An Interindustry Analysis of
High Japanese Invested Manufacturing 1980-2010

Trade Integration and Regional Income Disparities in a
Growth Model with the Service Sector

企業の製品戦略とサプライヤーの数

Regret-Sensitive Treatment Decisions

Presenter

報告者

福田勝文 （広島大学）
Antonio Minniti (Bologna 大学)

報告者

鈴木浩孝 (静岡文化芸術大学)
成生達彦 (京都大学)

報告者

尾﨑祐介 (大阪産業大学)
藤井 陽一朗 (大阪産業大学)

Discussant Takashi Kihara （Dokkyo University）

討論者

平野智裕 （東京大学）

討論者

丹野忠晋 (拓殖大学)

討論者

三浦 功 (九州大学)

The regional labor migration in Asia: Preliminary survey
and data analysis

Are Anti-Child Labor Policies Really Effective?

Presenter

報告者

池下研一郎キャンセル
(九州大学)

報告者

中村 明 (国際通貨研究所)

報告者

栗田健一 (九州大学)
堀 宣昭 (九州大学)

討論者

北浦康嗣 （法政大学）

討論者

近藤健児 （中京大学）

討論者

俵 典和 (国際教養大学)

Wanwiwat KETSAWA (Saitama University)

Hitoshi Osaka (Kyoto Sangyo University)

Discussant H. D. Karunaratne (Hosei University)

第３報告

座長

セッション2-2B（1号館1202教室）
経済成長とマクロ経済
伊ヶ崎大理 （日本女子大学）

セッション2-5B（1号館1205教室）
院生ワークショップ(応用ミクロ経済学)
座長
大川隆夫 (立命館大学)

[1]Optimal Licensing Auction in Oligopoly
報告者: 佐藤 進 (東京大学）
報告質疑併せて60分、討論者なし

農業部門の二重性が存在する途上国経済への外 生活保護のスティグマの理論的分析
国資本流入の効果について

Beyond the scope of politicians: A growth effect on
intergenerational redistribution policies in a probabilistic
voting model

理論的な収穫一定への統合における生産工程の
上流・下流の統合～蓄養・不完全養殖は所謂
Schaefer型漁獲関数で近似可能か～

企業買収と表明保証保険

Presenter

報告者

宮澤和俊 (同志社大学)

報告者

小川 健 (専修大学)

報告者

吉田 友紀 （九州共立大学）
三浦 功 （九州大学）

Discussant

討論者

須佐大樹 (中部大学)

討論者

福田勝文 （広島大学）

討論者

荒川 潔 （大妻女子大学）

[2]Does High Labor Mobility Always Promote Trade
Liberalization?: A Political Economy Approach
報告者: 岸下大樹 (東京大学）
報告質疑併せて60分、討論者なし

